
特集❶……平成24年7月5日号

　自然の中で遊ぶ機会が少なくな
った子どもたち。草加にもよく探
してみれば生き物はたくさんいま
す。自然を知り、魚などの水生生
物とふれあってみませんか。　
■日時　7月28日㈯午前9時～11時
■会場　柿木公民館
■内容　柿木の田んぼや水路にす
む生き物の話しと田んぼで生き物や放流した魚をつかまえます
■対象　小学生以下（3年生以下は保護者同伴、保護者1人で子ども
2人まで）
■定員　100人　
■持ち物　柄の短い魚とり網・バケツ・田んぼに入るための汚れて
もよい靴（ビーチサンダル等の脱げやすい履き物は不可）・飲み
物・タオル・着替え　
□申 7月10日㈫午前8時30分から柿木公民館へ。☎931・3117

生きものふれあいフェスタ
草加の自然を探してみよう 1

　大自然の宝庫「姉妹都市福島県昭和村」を訪れ、昭和村の子ども
たちと一緒に、森や川で思いきり体を動かして遊びませんか。星空
観察やからむし織の体験もできます。
■日時　8月2日㈭・3日㈮（1泊2日）　2日午前7時市役所前集合
（市のバスを利用）
■宿泊　昭和温泉しらかば荘
■内容　ツリーイング（器具を使った木登り）、バーベキューでの
夕食交流会、星空観察、農産物収穫体験、生活工芸（からむし織）
体験ほか（※天候等により変更する場合があります）
■対象　市内在住の小学4～6年生（保護者の同伴不可）
■定員　20人
■参加費　7000円（2日は昼食持参）
□申 7月13日㈮必着で往復はがきに参加者の住所・氏名・学年・電話
番号（日中連絡が取れる番号）を記入し、〒340-8550文化観光課
へ。1枚につき2人まで。申し込み多数の場合は抽選。結果は7月17
日㈫以降に通知します。抽選による参加決定者は変更できません。
決定者は7月24日㈫までに文化観光課に参加費を持参してくださ
い。☎922・2968

　「奥日光自然の家」は中禅寺湖畔の最も奥深い千手ヶ原国有林の
中にあります。夏休みに中禅寺湖・千手ヶ浜への観光へ家族で訪れ
てみませんか。
　千手ヶ浜からの男体山の眺めは見事です。「奥日光自然の家」か
らは徒歩10分程で行くことができます。周辺は野鳥やサル･鹿など
野生動物が生息し、見晴らしの良い樹林帯に囲まれているのでハイ
キングをしながら自然豊かな環境の素晴らしさを満喫でき、晴れた
日の夜には満天の星空が見えます。
■交通　赤沼車庫無料駐車場から千手ヶ浜行き低公害バスを利用
（約30分）　自然保護区域の為、車で現地までの乗り入れは不可
■休館日　火曜日（祝日の場合は翌日）
■料金　1人1泊一般1540円　4歳～中学生770円　4歳未満無料　食
事…朝食735円、夕食Ⓐ1470円・Ⓑ2625円・Ⓒ3150円
□申利用日2か月前～4日前に宿泊料を添えて施設課へ。☎922・2643

昭和村夏の体験ツアー （福島県昭和村）
大自然の中で遊ぶ

奥日光自然の家 （栃木県日光市）
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　栃木県大田原市の「ポッポ農園」で、とうもろこし・じゃがい
も・かぼちゃ等の収穫や鮎のつかみ取りを体験します。宿泊する旧
黒羽町立須賀川小学校では火おこし、ナン作り、キャンプファイヤ
ーなどを行います。
■日時　8月4日㈯・5日㈰（1泊2日）　
■対象　小学3～6年生
■定員　30人（応募多数の場合は抽選）
■参加費　3000円（保険料込み・事前説明会に持参）
■事前説明会　7月21日㈯午前10時～　中央公民館で。参加者は必
ず出席してください
□申 7月13日㈮（消印有効）までに、往復はがきに住所・参加児童
名・年齢・学校名・学年・電話番号（緊急連絡先）・保護者名を記
入し、〒340-0014住吉2-2-8子ども政策課（勤労青少年ホーム内）
へ。☎928・5550

自然ふれあい教室 （栃木県大田原市）
自然の恵みを体験 2

家族でハイキング 4

　もうすぐみんなが楽しみな夏休み。自然とのふれあいや
夏休みの宿題に役立つ教室などさまざまなイベントをまと
めました。参加して、体験してみて夏の楽しい思い出をつ
くりませんか。
　各イベント番号は2～3面の地図で会場を表しています。

※このページは広報紙から抜いてから読んでください。

西ノ湖 千手ヶ浜
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●定員のあるものは7月6日
　㈮から受け付け。
●児童館・児童センターは、　
午前10時（谷塚は午前9時）
から受け付け。
●公民館 5922・3498
●児童館 5922・3274

申し込み方法申し込み方法申し込み方法
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☎928・6271

中央公 民 館 5

☎927・3362

☎946・3000

☎928・5736

☎942・9876

谷塚西公民館 13

☎931・3117

柿木公民館
7
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川柳文化センター 10

☎925・185
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茶道・華道教室

谷塚児童センター 14

☎941・2905

松原児童館 15

住吉児童館 11
新栄児童センター 8

☎928・2341 ☎922・0402

氷川児童センター 9

中央図書館 火曜日休館 16

歴史民俗資料館12

谷塚文化センター 6

月曜日休館
会　場 日　程 時　間

中央公民館
☎922・5344
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華道
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茶道
華道
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柿木公民館
☎931・3117
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新田西文化センター
☎942・0778
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川柳文化センター
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7/26㈭・8/9㈭

7/24㈫・8/7㈫

8/1㈬・8/8㈬
8/20㈪・8/27㈪

7/24㈫・7/31㈫

7/23㈪・7/30㈪

7/31㈫・8/7㈫

7/30㈪・8/6㈪

8/10㈮・8/22㈬

8/9㈭・8/20㈪

8/6㈪・8/7㈫
7/27㈮・8/3㈮

午前10時～正午

午前10時～正午

■火打ち石で火起こし体験　7月28
日㈯午前10時～正午　原始時代の
方法で火を起こし、その火でせんべ
い焼きを体験　小学生と保護者対
象　定員5組　参加費1組200円　
軍手持参
■遊び道具製作体験　8月4日㈯午
前10時～正午　①竹とんぼ②竹馬
③竹水鉄砲　小学生（3年生以下
は保護者同伴）対象　定員各5人

　参加費各100円
■足踏みミシン体験　8月25日㈯①
午前10時～11時②午前11時～正
午　足踏みミシンを使って雑巾、ティ
ッシュペーパー入れを製作　小学生
と保護者対象　定員各3組（6人）　
雑巾にするタオル持参
■ビデオライブラリー　7月22日㈰～
8月30日㈭午前9時～正午　草加の
歴史がわかるビデオや資料を見て、
郷土学習をしませんか　またそれを
活用した自由研究のアドバイスもしま
す　小学生（低学年は保護者同伴）
以上対象

▼おもちゃ病院　7月21日㈯・8月18日㈯午後1時30分～3時　おもちゃの無料修理　部品代実費　1人2点まで
▼工作教室　7月27日㈮・31日㈫午前10時30分～正午　全2回　紙粘土ストラップ　小学生対象　定員15人　参加費20円▼夏休み映画会　8月1日㈬午前10時30分～…幼児対象 午後4時～…小学生対象▼作って遊ぼう　8月3日㈮午前10時30分～11時30分　折り紙ごまを回そう　幼児～小学生対象
▼オセロ大会　8月3日㈮午後4時～　小学生対象　参加賞あり
▼リサイクル工作教室　8月7日㈫午後2時～　食品トレーを使った迷路作り　幼児（保護者同伴）～小学生対象　定員30人▼マンカラ大会　8月10日㈮午後4時～　小学生対象　参加賞あり
▼夏祭り　8月25日㈯午前11時～午後2時　段ボール迷路やパネルシアター、模擬店など
▼夏祭り実行委員募集　夏祭りの準備と運営　小学生～中学生対象　第1回実行委員会は7月27日㈮午後3時～　 申□ 7月24日㈫～27日㈮に同児童館へ

▼おもちゃ病院　8月16日㈭
午後1時30分～3時　おもち
ゃの無料修理　部品代実費
　1人2点まで
▼マンカラ大会　8月16日㈭
午後4時～　小学生対象
▼絵本の読み聞かせ　8月
17日㈮午後4時～　小学生
対象
▼水鉄砲で遊ぼう　8月29日
㈬・30日㈭午後2時～3時　
小学生対象　着替え持参
▼センターまつり　9月1日㈯
午前10時～午後2時　ゲー
ム、模擬店ほか

▼楽しくリサイクル　オリジナル小物入れ
作り　8月1日㈬午後1時30分～　小学生
と保護者対象　定員30組　参加費1人
200円　はさみ、ボンド、両面テープ持参
▼親子で学ぶエコロジー　①エコクッキン
グ　8月1日㈬午前10時30分～午後1時30
分　ハヤシライスほか　小学生と保護者
対象　定員12組　参加費1人500円　布
巾、エプロン、三角巾、マスク持参　②環境
エネルギー館見学　8月2日㈭午前8時30
分市役所集合　午後5時解散　映像や
参加体験型の展示の見学ほか　小学生と
保護者対象　定員20組　昼食、帽子持
参
▼こども科学教室　①星空入門─My天
球儀を作ろう　小学5年生～中学生対象　
参加費500円　②万華鏡を作ろう　小・中

学生対象　参加費600円　③電気を作ろ
う　小学5年生～中学生対象　参加費500
円　いずれも8月2日㈭午前9時30分～11時
30分　定員各35人　申□ 7月20日㈮まで
▼小学生の職場訪問　8月6日㈪午前8時
30分中央公民館集合　午後4時解散　ビ
ール工場、乳製品工場、野鳥の森ほか（守
谷市）　小学4～6年生対象　定員25人
　参加費200円　昼食・帽子・名札持参
▼しょうゆと水との環境を考えよう　8月10
日㈮午前9時15分中央公民館集合　午後
4時30分解散　醤油工場（野田市）と県中
川水環境センター（三郷市）の見学　小学
4年生以上対象　定員22人　昼食、帽子、
飲み物持参
▼夏休み親子クッキング　8月24日㈮午前
9時30分～　パン・スープ作り　小学生と
保護者対象　定員10組　材料費1人300
円　三角巾、エプロン、布巾持参

▼環境学習教室　７月23日㈪～25日㈬午
前9時30分～11時30分（24日㈫は午前8時
30分～午後４時30分）　水質環境調査、
川遊びほか　24日は高麗川（日高市）へ　
小学4～6年生対象　定員20人　参加費
100円
▼子どもクッキング教室　①とり手羽の甘
辛煮ほか　７月26日㈭午前10時～午後１
時　材料費300円　②カレーとナン焼き　
７月27日㈮午前10時～午後１時　材料費
400円　③キャラクター弁当　8月４日㈯午
前10時～午後１時　材料費400円　いず
れも小学生対象（②は小学4～6年生対
象）　定員各12人　エプロン、ふきん、三角
巾持参　　
▼子ども卓球教室　７月26日㈭・8月2日㈭・
9日㈭　午前10時～正午　全３回　小学
４～６年生対象　定員10人　
▼成田航空科学博物館見学　７月27日㈮
午前8時40分～午後４時30分　７月26日㈭

午後3時～の事前研修に参加できる小学４
～６年生対象　定員20人　参加費450円
　昼食持参
▼子どもお天気教室　8月1日㈬午前10時
～正午　天気の仕組みを学び、湿度計を
作る　小学４～６年生対象　定員12人　
参加費100円　色鉛筆（赤・青）持参
▼牛久自然観察の森　8月3日㈮午前9時
～午後４時30分　8月2日㈭午後3時～の
事前研修に参加できる小学４～６年生対象
　定員20人　参加費250円　昼食持参
▼子ども書道教室　8月6日㈪午前10時～
正午　小学3～6年生対象　定員16人　
参加費100円　書道用具持参
▼子ども絵手紙教室　8月17日㈮午前10
時～正午　夏休みの思い出を絵手紙にす
る　小学生対象　定員20人　絵具持参
▼子ども工作教室　8月21日㈫午前10時
～正午　ビーズのストラップ作り　小学生
対象　定員16人　参加費300円

▼子ども元気教室　①パン作り　7月26日㈭　材料費300円　②料理　7月27日㈮　材料費500円　いずれも午前10時～午後0時30分　小学生対象　定員各15人　エプロン、三角巾、マスク、布巾持参
▼夏休み押し花アート　7月30日㈪午前10時～正午　押し花アートで定規としおりに飾り付け　小学生対象　定員35人　材料費250円
▼子ども自然・科学教室　8月6日㈪、8日㈬、9日㈭午前10時～正午（8日は午前8時50分～午後4時）　草加の自然と日高市のサワガニやホタルがすむ自然豊かな川で自然環

境について学習　8日は高麗川（日高市）へ　小学４年生以上対象（保護者も参加可）　定員15人
▼夏休みサイエンス教室　①液体チッ素で低温を楽しもう　8月7日㈫午前10時～午後1時　材料費400円　②電池のいらないラジオ作り　8月7日㈫午前10時～午後1時　材料費700円　③振動ロボットを作って競争　8月8日㈬午前10時～午後1時　材料費500円　④プラズマの光を観測する分光器作り　8月8日㈬午前10時～午後1時　材料費500円　いずれも小学4年生～高校生対象（④は高校生のみ）　定員各30人（②のみ25人）　申□ 7月20日㈮まで

▼子どもお菓子づくり教室　7月23日

㈪午前9時30分～11時30分、午後1

時30分～3時30分　ケーキ・ゼリー　

小学生対象　定員各20人　材料費

500円　エプロン・三角巾・保冷剤・容

器持参
▼子ども料理教室　7月25日㈬・26日

㈭午前9時30分～午後0時30分　チ

ャーハン・手羽元のコーラ煮ほか　小

学生対象　定員各日16人　材料費

各日500円　エプロン・ふきん・三角巾

持参
▼親子で工作教室　8月1日㈬午前10

時～正午　小物入れ作り　小学３年

生以上と保護者対象　定員10組　材

料費200円　
▼英語を話そう　8月4日㈯・5日㈰午前

10時～11時30分　ゲームで英語を学

ぶ　小学生対象　定員15人

▼星空教室　8月22日㈬午後6時30分

～8時30分　小学生（保護者同伴）以

上対象　定員60人

▼ネオステンドアート教室　7月25日
㈬午後1時30分～3時30分　壁掛製
作　小学生対象　定員15人　材料
費300円
▼夜の生き物観察教室　7月30日㈪
午後6時30分～8時　セミの羽化の
観察ほか　小学生（保護者同伴）以
上対象　懐中電灯持参
▼吹き矢体験教室　8月1日㈬午前
10時～正午 小学生対象 定員12人
▼クラフト工作教室　8月2日㈭午前

10時～正午　小学生対象　定員12人　材料費200円　
▼夏の星空大観察会　8月10日㈮午後6時30分～8時30分　小学生（保護者同伴）以上対象
▼子ども卓球教室　8月28日㈫午前10時～正午　小学生対象　定員16人
▼子ども料理教室　8月29日㈬午前10時～午後0時30分　小学3年生以上対象　定員16人　材料費300円　エプロン､三角巾、水筒持参

▼マンカラ大会　7月21日㈯・8月18日㈯午後１時30分～　トーナメント戦　幼児～小学生対象　参加賞あり
▼あそぼう会　7月22日㈰・8月19日㈰午後3時～　ケン玉、ベーゴマほか　小学生対象
▼トランポリンを楽しもう　7月23日㈪・8月6日㈪午前9時30分～　小学生対象　定員20人
▼おもちゃ病院　7月26日㈭午後1時30分～　おもちゃの無料修理　部品代実費　１人2点まで
▼友だち文庫のお話しポケット　8月13日㈪午前11時30分～　童唄と絵本の読み聞かせ　幼児と保護者対象　

▼ミサンガを編もう　8月24日㈮午前10時～　小学生対象　定員10人　刺繍糸2色以上持参
▼スライムで遊ぼう　8月25日㈯午前10時～　色をつけて遊んでみよう　小学生対象　定員20人
▼工作教室　①ビー玉ラリーを作ろう　8月26日㈰　油性色マジック持参　②ログハウスを作ろう　8月27日㈪　③コインが消える貯金箱を作ろう　8月28日㈫　いずれも午前10時～　小学生対象　定員各10人
▼ふれあいブルーベリー摘み　9月1日㈯午前10時～　定員30人　参加費500円

▼大道芸「ＭＯＮＴＡ」　7月25日㈬午前10時30分～　幼児以上対象
▼オセロ大会　8月3日㈮午後2時～　小学生以上対象
▼マンカラ大会　8月10日㈮午後2時～　小学生以上対象
▼おもちゃ病院　8月17日㈮午後1時30分～3時　おもちゃの無料修理　部品代実

費　1人2点まで
▼スピード大会　8月17日㈮午後2時～　小学生以上対象
▼夏まつり　8月25日㈯午後0時50分～午後4時まで　ゲーム、模擬店ほか　
▼おばけやしき　8月27日㈪午前10時30分～正午　幼児以上対象

▼絵本の読み聞かせ　7月25日㈬午前11時～11時30分　絵本・紙芝居の読み聞かせ　乳幼児と保護者対象
▼流しそうめん体験　7月26日㈭午前11時～　3歳以上（幼児は保護者同伴）対象　定員20人　参加費1人50円
▼ハンドベル教室　7月27日㈮、8月10日㈮午後3時～4時50分　指導と演奏　小学生以上対象　
▼みんなで水遊び　7月31日㈫午前11時～　ボディーペインティングほか　幼児（保護者同伴）～小学生対象　定員15人　着替え・あれば水鉄砲持参
▼将棋道場　8月1日㈬午後3時～4時50分　指導と対戦　小学生以上対象

▼おもちゃ病院　8月2日㈭午後1時～3時　おもちゃの無料修理　部品代実費
▼和太鼓体験　8月3日㈮・17日㈮午後1時30分～3時　幼児（保護者同伴）以上対象　定員20人
▼わくわく理科実験　8月4日㈯午後1時30分～3時　ドライアイスを使った実験　小学生以上対象　定員20人
▼スピードスタックス教室　8月10日㈮午後3時～4時50分　小学生以上対象
▼マンカラ・オセロ教室　8月17日㈮午後3時～4時50分　小学生以上対象
▼ひかわっ子夏祭り　8月25日㈯午前11時～午後2時　ゲーム、模擬店ほか

　日本の伝統文化、茶道・華道を体験
しませんか。古き良き日本の

文化に触れ、心豊かな時間を過ごしましょ
う。いずれも全2回。

▼茶道　　　　　　　　　　　　

■対象　小学生
■定員　10人
■参加費　600円
■持ち物　白靴下、雑巾
▼華道
■対象　小学4年生以上
■定員　10人
■参加費　1200円
■持ち物　はさみ、雑巾
申□ 各公民館へ

■おはなし会　7月28日㈯午前11時30分
～正午　「子ねこのチョコレート」ほか　4
歳以上対象
■図書館体験隊　8月3日㈮・10日㈮・17日

㈮午前9時～正午　本の貸し出しや整理、
ブックカバー掛けなど図書館の仕事を体験し
てみませんか　小学3～6年生対象　定員
各日12人　申□ 7月15日㈰から児童室へ
（電話申し込み不可）

楽しい夏休みを！楽しい夏休みを！楽しい夏休みを！
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■日時　7月29日㈰午前10時～午後3時
（雨天中止）
■会場　そうか公園
■対象　小学生以下の親子
■定員　15組
■参加費　2000円
■持ち物　筆記用具、帽子、タオル
□申 7月6日㈮からそうか公園へ。☎931・
98335935・8510

親子で学ぼうアウトドア教室
飯ごうでご飯を炊いてみよう 21

　水質実験の体験や下水道施設の見学
など下水道の仕組みが学べます。
■日時　7月30日㈪・31日㈫午後1時30
分～4時30分
■場所　県中川水循環センター（三郷
市番匠免3-2-2）
■対象　小学4～6年生と保護者
■定員　各40人
□申 7月20日㈮までに県下水道公社中川
支社へ。☎048・952・3351

埼玉県中川水循環センターで
下水道施設の仕組みを知ろう 22

　友だちを誘って、工場や消防署を見
学してみませんか。消防車の前で記念
撮影もできます。
■日時　8月17日㈮午後1時30分市役所
玄関集合、午後5時5分解散予定。
■見学先　ふすま紙工場、消防署（市
のバスで移動）
■対象　後日感想文を提出できる市内
在住の小学生（保護者1名同伴可、1・
2年生は要同伴）
■定員　30人（応募者多数の場合は抽
選、結果は７月末までに通知）
■持ち物　エチケット袋、筆記用具、
飲み物、カメラほか　
□申7月19日㈭までに往復はがきに参加
者の氏名（1通につき3人まで可）、住
所、学年、電話番号、返信先を記入し、
〒340-8550市民相談担当へ。ファクス
・Ｅメールでも可。☎922・0566si
minsodanka@city.soka.saitama.jp592
2・3173

夏休みわくわく学習体験ツアー
工場や消防署を見学 24

　水にちなんだゲームやかき氷ほか、
子どもも大人も楽しんで学べるコーナ
ーがいっぱい。水とふれあいながら、
水道の安心と安全や防災についてを学
べます。
■日時　8月25日㈯午前10時30分～午
後3時
■会場　中根浄水場　車での来場不可
■内容　水にちなんだゲーム・パネル
展示・浄水場見学・かき氷・応急給水
栓・風船式水槽等の展示ほか
問水道部☎925・3131

水とのふれあい広場
遊んで学ぼう 26

■日時　7月27日㈮午前9時30分～11時
30分
■会場　東埼玉資源環境組合第一工場
（越谷市増林3-2 -1）越谷レイクタウ
ン駅北口から送迎バスあり（要予約）
■内容　子ども向け環境の話と第一工
場の施設見学
■対象　小学生と保護者
■定員　120人
未就学児の保育あり
□申７月18日㈬午前8時30分から電話で
同組合計画課へ。☎966・0121

■日時　8月25日㈯午前10時～午後1時
■会場　草加市文化会館
■対象　小学生と保護者（お母さんの
参加も歓迎）　
■定員　15組（応募者多数の場合は抽
選。結果は7月26日㈭以降に返信）
■材料費　1人300円　8月23日㈭以降
のキャンセルは材料費負担
■持ち物　エプロン、三角巾、ふきん
□申 7月23日㈪までに往復はがきに参加
者全員の氏名（小学生は年齢）、住所、
電話番号、返信先を記入し、〒340-00
13松江1-1-5草加市文化会館男女共同参
画さわやかサロンへ。☎931・9325

夏休み親子料理教室
パパといっしょにランチ作り27

夏休み子どもラジオ体操＆
草加音頭を踊ろう

17

夏休み親子のつどい
ぬいぐるみ人形劇

　ぬいぐるみ人形劇「狼と7ひきのこ
やぎ」を上演します。
■日時　8月24日㈮午前11時～、午後2
時～の2回公演
■会場　草加市文化会館
■料金　前売り300円（2歳未満無料・
当日200円増し）

□申 7月9日㈪から草加市文化会館または
（福）草加市社会福祉協議会で販売。☎
932・67705932・6779

25

　ちょっとしたコツを押さえれば、誰
でもおいしく作れます。食育に関する
講話もあります。
■日時　8月10日㈮午前10時～午後0時
30分
■場所　谷塚文化センター
■対象　小学生と保護者
■定員　12組　
■参加費　大人500円、子ども400円
■持ち物　エプロン、三角巾、ふきん
2枚、手拭きタオル
□申 7月6日㈮から保健センターへ。☎92

2・0200

参加回数によって景品があります。
■日時　7月21日㈯～8月31日㈮午前8
時45分～8時55分
■会場　ふれあいの里
■対象　中学生以下
問ふれあいの里☎920・6222

親子料理教室
簡単厚焼きパンケーキを作ろう 23

■日時　7月28日㈯午後7時～9時（雨
天中止）
■会場　そうか公園
■対象　小学生（保護者同伴）
■定員　15人
■持ち物　筆記用具、懐中電灯、虫か
ご
□申7月6日㈮からそうか公園へ。☎931・
98335935・8510

　市民活動センター、青少年交流セン
ター、谷塚児童センターが合同で世代
間の交流を深める交流サマーフェステ
ィバルを開催します。
■日時　7月28日㈯午前10時～午後3時

■会場　市民交流活動センター
■内容　プラネタリウム・ものづくり
体験、スポーツ吹矢、幼児あそび、マ
ジックショー、模擬店ほか
問市民活動センター☎920・3580

そうか公園自然観察会
セミの羽化を観察しよう 19

交流サマーフェスティバル
世代間交流の輪を広げよう 20

夏休み親子スクール
わかりやすいごみとリサイクル 18

　　　　にほん　ご　　　　　　　　　　　　　　　　かんじ　   おぼ　　　　　　　  じぶん　　　　　　     ことば　　  べんきょう　

　　おし　　　　　　　　　　　　　　　　  ひと  き　　　　　　　　　　　 ほか　　 がっこう 　  　ひと　　　   とも

　　  にちじ　　　                がつ　  にち　　　がつ    にち         にち　 　    にち　　　  にち　　　  にち　　     　  もく  よう  び   ご　ご　  じ　　　   じ

　　かいじょう　   ちゅうおうとしょかん

　　もう　　こ　　 　　げつ　　すい　   きんようび  　　こくさいそうだん　　　　　　　　

　「日本語がうまくなりたい・漢字を覚えたい・自分のわかる言葉で勉強
を教えてほしい」という人来てください。他の学校の人とも友だちになれ
ますよ。
■日時　7月26日、8月2日・9日・16日・23日・30日の木曜日午後1時～4時
■会場　中央図書館
■申し込み　月・水・金曜日に国際相談コーナーへ。☎922・2970

外国籍児童・生徒のためのサマースクール 28
がい こく せき じ どう　　せいと

　古典芸能に親しんでもらおうと、
小学生と保護者を対象とした、寄席
体験イベントを開催します。落語鑑
賞のほか、落語のしぐさや小噺を教
えてもらえるコーナー、ミニコンサ
ート（22日のみ）も楽しめます。参
加者には、草加せんべいをプレゼン
トします。
■日時　7月21日㈯・22日㈰午後2時
～
■会場　中央図書館
■内容　21日…「動物園」・「ばけ
もの使い」、22日…「ろくろ首」・
草加の民話「うなぎ塚」・演奏家協
会によるミニコンサート

■出演　三遊亭春馬・草加市演奏家
協会
■対象　小学生と保護者
■定員　各日100人（要整理券。う
ち各日40組分は小学生１人と保護者
1人のペア限定）
□申 7月8日㈰から中央図書館2階事務
室で整理券を配布☎946・3000

夏の親子体験寄席
初めてでも楽しい落語 29

　打てば鳴る打楽器は一番
取り組みやすく演奏者への
第一歩として子どもたちに
は最適です。音の振動を肌
で感じながら、仲間たちと
力を合わせる打楽器の魅力
に触れよう。
■日時　7月23日㈪・25日
㈬・27日㈮・30日㈪、8月1
日㈬の全5回午前10時～正午
■会場　中央公民館
■内容　打楽器体験、鑑賞
■指導と演奏　竹花真弓（マリン
バ）・赤羽一則（ドラム）

■対象　小学3～6年生
■定員　15人
□申 7月6日㈮から中央公民館へ。☎
922・5344

パーカッション講座
めざせ！スーパーキッズ 30

こばなし

みんなで楽しく体を動かそう
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